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10月12日（水） 予約不要
３階 一般研修室／13：30～15：3011月９日（水）

金 融 10月11日（火） 予約制
３階 青年部研修室／10：00～15：00

社会保険
(年 金)

10月７日（金） ３階 青年部研修室／10：00～15：30
予約制
年金に関することに限らせていただきます。
予約申し込み先：宇和島年金事務所
☎0895-22-5569 受付時間8：30～17：15

10月28日（金）
11月４日（金）
11月25日（金）
12月２日（金）
12月23日（金）

法 律
10月14日（金） ３階 一般研修室

／13：30～16：00
予約制
申し込み先
八幡浜商工会議所
☎ 22-3411
受付時間8：30～17：15
※都合により日程が変わる
場合があります。

11月４日（金）
12月９日（金）

特 許 11月17日（木） ３階 一般研修室
／13：00～16：00

よ ろ ず
支 援

10月11日（火） ３階 一般研修室
／10：30～17：0011月８日（火）

12月13日（火）

10月・11月・12月の無料相談日 【12時～13 時は昼休みです】

★都合により、会場が変更になることがあります。ご了承ください。

ヒト・モノ・コトを繋ぐ

八幡浜の頼もしい助っ人たち
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商工会議所トピックス
楽しい！役立つ！こんな行事が
いっぱいです。会員の皆様、お気軽
にご利用・ご参加ください。

八幡浜地区雇用促進協議
会は「就職促進懇談会」を開
催しました。
就職促進懇談会は、高校

新卒者対策として、会員企
業の就職担当者が、八幡浜
市通勤圏内の８高校の就職
担当教諭あわせて関係行政
機関の担当者と、雇用情勢や各高校の就職状況について意見交換を行うもので、当日は、まず西山職
業安定所長より管内雇用情勢についてご報告頂き、今回は南予地方局商工観光室から、南予企業魅力
発信支援事業（合同企業説明会）について説明し、都会からのＵＩＪターン者に対する就職支援につ
いて情報共有しました。その後、名刺交換を行い終了致しました。

３号議員選任会が開催され、
10 名の方が選任されました。
詳細につきましては次号にて掲
載いたします。

８月29日 財務部会
８月30日 工業部会
９月１日 商業部会・建設部会

２日 運輸交通部会
５日 食品部会・水産部会・

観光サービス部会

２号議員選任のため、各部会
を上記日程で開催いたしまし
た。詳細につきまして按は次号に
て掲載いたします。

ＩＴ・デジタル活用ＤＸセミナーが八幡浜市文化活動セン
ター Comican（コミカン）会議室にて、昼夜２回に分けて開
催されました。
ＤＸ学校やサイボウズ㈱等より講師をお招きし、聞いたこ

とはあるけれど中身をよく知らない方やそもそも無理と思っ
ている方にも、ＤＸとは何か？なぜ進めないといけないの
か？等ＩＴ導入やＤＸ化の理解を深め、はじめの一歩を踏み
出すために、身近な事例紹介を含めとても分かり易く説明い
ただきました。

※【DX（デジタルトランスフォーメーション）】
最新のデジタル技術を駆使した、デジタル化時代に対応す
るための企業の変革

８／２６（金）・２７（土）

ＩＴ・デジタル活用ＤＸセミナー
出席者数：延べ２０名

８／２５（木）

３号議員選任会
出席者数：１７名

８／２６（金）～９／６（火）

２号議員選任部会

７／１３（水）

八幡浜地区雇用促進協議会「就職促進懇談会」

㈲竹中水産
代表取締役 竹中浩二
大黒町5丁目1526-160
TEL 22-4489

仏壇・仏具・神具

㈱竹内商店
代表取締役 竹内伸行
新町4 TEL 24-4037

光映電工㈱
代表取締役 松本純一
郷4番耕地 TEL 24-5363

コットンで未来をつむぐ

代表取締役社長 菊池元宏
大洲市徳森 TEL 0893-25-5131
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６／２２
県商女性連総会に
参加しました！

６月２２日（水）、令和４年度愛媛
県商工会議所女性会連合会定時総会
が伊予商工会議所女性会の主管によ
りオンライン開催され、当会から会
長他６名で参加いたしました。総会
では、令和３年度の事業・決算報告、
令和４年度事業計画・収支予算案、
役員の選任等について審議され、異
議なく承認されました。
続いて会員研修会では、㈲はたやま夢

む
楽
ら
代表取締役 小松圭子氏をお迎えし、「生きたい場所がある。

だから、生業を創る」というテーマでご講演頂きました。様々な試練を乗り越え、畑山で生きるために生業
を創り続ける。一極集中の世の中だが、むらにはむらの価値がある。田舎の存在価値をきちんと見つめ、
磨いていく努力が必要。農山漁村にこそ未来はあると語られ、行動力やパワーを感じられる貴重なお話し
を聞くことが出来ました。
来年度は大洲での開催となります。新型コロナウイルスが収束し、現地で各地女性会の皆様とお会いでき
ることを願っております。

ＷＯＭＥＮ女 性 会 だ よ り
会員数

（Ｒ４．９．１）
３５名

お気軽に女性会事務局までお問い合わせください。TEL（0894）22-3411

あなた按も女性会の
会員になりませんか？

現在、女性会会員数は３５名です。より多くの皆さ
んにご入会いただき、組織力を高め、活発な女性会活
動をしていきたいと考えています。

加入資格
八幡浜商工会議所の会員又はその家族及び
従業員であって18歳以上の女性

年 会 費
３，０００円

主な活動
■ 各種研修会･講習会の開催
■ 各種大会への参加
■ 八幡浜商工会議所事業への協力
■ 会員間親睦会
■ 各地女性会との交流 他

アサヒ資源㈱
代表取締役 菊池弘昌

八代 TEL 24-5511

呉服・ブティック

㈱緒方商店
代表取締役 緒方健太郎
浜田町 TEL 24-4141㈹

㈲カジタ楽器店
代表取締役 梶田耕志
新町3 TEL 22-0133
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八幡浜ＹＥＧ野球を通して１年間活動していくための第１弾と
して『ドラフト会議』を開催。会議では、１位指名をサプライズ
に、大山会長を重複指名しての抽選、育成枠指名もあり、大変盛
り上がった事業となりました。

６月
24日 ２０２２年度 八幡浜ＹＥＧ野球ドラフト会議 supported by ㈱大山硝子

体力増進委員会 副会長 髙野晋輔【㈱髙野商店】

第 40 回商工会議所青年部愛媛県大会今治大会が開催されまし
た。記念式典、原県連会長をコーディネーターとして、モデルの
道端カレン氏と今治市長徳永繁樹氏とのトーク按セッション形式で
記念講演が行われ、道端カレン氏が今治しまなみ自転車大使とい
うこともあり、徳永市長との今治市の自転車の魅力を発信してい
ました。里山分科会として、㈱今治．夢スポーツ代表取締役会長
岡田武史氏の講演会に出席し、講演後、建設中の夢スタジアムを
見学しました。その後、よしうみいきいき館にて大懇親会に参加
し、他単会の皆様との交流の中で様々な情報交換を行い、親睦を
より深める事がきました。

７月
２日 第４０回 商工会議所青年部愛媛県大会今治大会

体力増進委員会 副会長 髙野晋輔【㈱髙野商店】
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新入会員
大募集!!

仲間を増やすチャンスです！少しでも興味を持たれた 45 歳以下の代表者・
後継者もしくは従業員の方、異業種交流の場として、そして商売繁盛目指し
て、一緒に活動しませんか？ 詳しくは青年部事務局まで。（２２－３４１１）

今回の事業では、他のまち創りを「見て、聞い
て、体験する」ことで、八幡浜のまち創りの再発
見に繋がることを目的に双海町に行きました。
講演では、講師の中村克史さんから「町に対する
熱い思い」、「今後の夢」、「行動力」について語っ
ていただきました。講演後の座談会では、上田沙
耶さん、冨田敏さんに、まち創りの取り組みの経
験談をお話しして頂き、上田さんが経営されて
いる双海の新たなスポット「ポパイ」の中華そば
も堪能できました。また、体験では中村さんが所
有しておられるトゥクトゥクに乗り、瀬戸内海
の風を感じながら、下灘駅、夕焼け小焼けライン
など、観光スポットを見ることができました。
今回の研修は、土曜の午後という時間帯とい

うことで参加メンバーが少なかったですが、ま
ち創りのヒントやポイントなどを吸収し、今後
の八幡浜を発展させる良い機会、良い思い出に
なったと思います。

７月
９日 ７月例会事業 地元愛!! 再発見!! 浜を燃り上げるきっかけを!!

まち創り委員会 委員長 池田博行【㈱池田や】

商工会館にて例会を開催後、愛宕中学校グラウンドにて八幡浜ＹＥＧ
野球第１戦を行いました。鋭い打球や好守も見られ、白熱した展開に。
平田 electrics が先勝しましたが、実力は拮抗しており次戦に向けての
チーム強化にも期待。衰えた身体をイチから鍛え直すきっかけとなり、
運動後のケアの大切さを知る１日となりました。

８月
26日 ２０２２年度 八幡浜ＹＥＧ野球 第１戦

体力増進委員会 委員 米井隆博【㈱ステップコミュニケーション】
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「全国の概況」
業況DI は、物価高と感染拡大で半年ぶりの悪化
先行きは、感染沈静化を見通せず、厳しい見方

全産業合計の業況DIは、▲21. 0（前月比▲3. 2ポイント）
感染拡大の継続に猛暑や大雨が重なり、帰省や

旅行、会食等を控える動きが見られ、飲食・宿泊業
などのサービス業や百貨店などの小売業で業況が
悪化。小売業・サービス業からの引き合いが減少
した卸売業も業況が悪化した。半導体等の部品供
給不足が継続する製造業も業況が悪化した。堅調
な民間工事に下支えされた建設業では業況が改善
するも、資材や燃料価格の高止まりによる負担増
が続き、力強さを欠いている。資源・原材料価格の
高騰や円安によるコスト負担増が継続する中、物
価高による消費マインドの低下や、感染拡大の継
続、猛暑・大雨による外出控えにより、中小企業の
業況は、半年ぶりの悪化となった。
先行き見通しDIは、▲26. 6（今月比▲5. 6ポイント）
今後も感染拡大が継続し、従業員の感染による

生産や取引などへの影響を懸念する声が業種を問
わず聞かれた。特に、サービス業や小売業では、消
費者の外出控えによる需要減を危惧する事業者が
増加している。資源・資材価格の高騰が長期化し、
コスト増加分の十分な価格転嫁が追い付かず、収
益確保も難しい中、感染の沈静化を見通せず、中小
企業の先行きは、厳しい見方となった。
各業種から寄せられた特徴的なコメントは以下

のとおり。

建 設 業 建設資材価格や燃料価格の高止まり
や、公共工事の受注減少が継続する

中、堅調に推移する住宅建設関連の民間工事に下
支えされ、改善。
製 造 業 半導体等の部品供給不足や、資源・原

材料価格の高止まりでコスト負担が継
続する中、物価高と感染拡大により、小売店や飲食・
宿泊業向け食料品関係の受注減などが影響し、悪化。
卸 売 業 資源・燃料価格の高騰による輸送費・

包装資材価格などの高止まりに加え、
感染拡大の継続による消費者の外出控えで、飲食・
宿泊業向け食料品等の引き合いが減少し、悪化。
小 売 業 円安や原材料価格の高騰による仕入

コストが上昇する中、感染拡大の継
続に猛暑や大雨も重なり、客足が減少した総合スー
パーや商店街を中心に、悪化。
サービス業 感染拡大の継続と猛暑・大雨などの

影響で、帰省や旅行、会食を控える動

きが見られ、予約キャンセルが増加した飲食・宿泊
業を中心に、悪化。

「四国の概況」
○資材価格の高騰や、品不足の状況は深刻で公共
工事でも入札不調が出始めている。入札不調・
不落対策として事前見積を活用し、実勢単価に
よる施工に配慮していただきたい。工期が１年
近い工事になると、資材価格の増額を単品スラ
イド等で対応しても、その後さらに価格が高騰
するケースがあるため、実勢価格での変更契約
精算が望ましい（一般工事業）

○今後も高い水準の電力料金が続いた場合、販売
価格への転嫁を交渉したいが、100％の転嫁は困
難と思われるため、別の対策も検討する必要が
ある（農畜水産卸売業）

○行動制限はなく、３年ぶりにいろいろな夏の行事が
実行されているが、感染拡大は継続しており、個人
消費の回復に結びついていない（婦人服小売業）

ブロック・産業別業況ＤＩ
前 年 同 月 比

(R４.８)
先 行 き 見 通 し
(R４.９～11)

四 国 全 国 四 国 全 国
全 産 業 芦(▲27.0) 芦(▲21.0) 鯵(▲32.5) 芦(▲26.6)
建 設 業 芦(▲22.7) 芦(▲26.4) 鯵(▲31.8) 芦(▲24.9)
製 造 業 芦(▲28.6) 芦(▲18.9) 芦(▲20.0) 芦(▲22.0)
卸 売 業 葦(▲ 7.7) 芦(▲24.8) 鯵(▲30.8) 芦(▲29.1)
小 売 業 鯵(▲46.9) 鯵(▲30.7) 鯵(▲50.0) 鯵(▲35.3)
サービス業 芦(▲12.5) 芦(▲10.2) 芦(▲29.2) 芦(▲24.2)

Ｄ
Ｉ
値

渥
特に好調

旭
好調

葦
まあまあ

芦
不振

鯵
極めて不振

30以上 0 ▲30以下30＞ DI ≧10

手形交換高並びに不渡手形発生状況
（松山手形交換所調）

〇手形交換高 （単位：百万円）
区 分 交換枚数 交換金額

Ｒ４年５月～７月 82千枚 112,271

〇不渡手形交換高 （単位：千円）
区 分 不渡枚数 不渡金額

Ｒ４年５月～７月 14 枚 9,486

〇取引停止者数 （単位：千円）
区 分 取引停止件数/取引停止枚数 取引停止金額

Ｒ４年５月～７月 2件／ 2枚 138

▲10≦ DI ＜▲30

商工会議所

ＬＯＢＯ
＜早期景気観測＞
2022年８月調査結果

※ＤＩ値（景況判断指数）について
ＤＩ値は、売上・採算・業況などの各項目についての、判断の状況を表す。ゼロを基準として、プラスの値で景気の上向
き傾向を表す回答の割合が多いことを示し、マイナスの値で景気の下向き傾向を表す回答の割合が多いことを示す。
従って、売上高などの実数値の上昇率を示すものではなく、強気・弱気などの景況感の相対的な広がりを意味する。

ＬＯＢＯ調査は、日本商工会議所が全国の商工会議所のネットワークを活用して、各
地域の「肌で感じる足元の景気感」を全国ベースで毎月調査し、その集計結果をリア
ルタイムで調査実施会議所へ提供することにより、商工会議所としての景気対策等
に関する意見活動などの活発化に資することを目的としています。
■調査期間：２０２２年８月１６日～２２日
■調査対象：全国の３３１商工会議所が２,５６６企業にヒアリング
■調査項目：今月の売上・採算・業況等についての状況（ＤＩ値を集計）
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市内業種別
景気動向調査結果
（令和４年４月～６月調査分）

当商工会議所では、昨今の経済環境の変化に即応して、当会議
所管内の中小企業の経営改善に資するため、短期的な景気動向
の把握や地域産業の諸情報・経済の問題点などを的確に収集、提
供することを目的として 四半期毎に業種別景気動向調査を実
施、令和４年６月期調査分の集計結果を下記の通りまとめた。

１．調査時点 令和４年６月 20日 業 種 別 内 訳
２．調査対象 当所管内の中小企業（101社） 製造業 ８社 小売業 ６社 建設業 ８社 運輸通信業 ６社
３．回答企業数 40 社（回答率 39.6％） 卸売業 ４社 水産業 ３社 不動産・サービス業 ５社

◆ 経営動向
対前年実績（令和４年４月～６月） 予測（令和４年７月～９月）

１ ２ ３ ＤＩ １ ２ ３ ＤＩ
①売 上 高 増加 32.5% 不変 35.0% 減少 32.5% ＤＩ 0.0 増加 30.0% 不変 37.5% 減少 32.5% ＤＩ ▲ 2.5
②製商品在庫 増加 12.5% 不変 60.0% 減少 27.5% ＤＩ ▲ 15.0 増加 15.0% 不変 67.5% 減少 17.5% ＤＩ ▲ 2.5
③設備状況 増加 12.5% 不変 77.5% 減少 10.0% ＤＩ 2.5 増加 10.0% 不変 75.0% 減少 15.0% ＤＩ ▲ 5.0
④採算状況 好転 10.0% 不変 50.0% 悪化 40.0% ＤＩ ▲ 30.0 好転 10.0% 不変 45.0% 悪化 45.0% ＤＩ ▲ 35.0
⑤仕入単価 下落 0.0% 不変 20.0% 上昇 80.0% ＤＩ ▲ 80.0 下落 0.0% 不変 20.0% 上昇 80.0% ＤＩ ▲ 80.0
⑥労 働 力 過剰 5.0% 適正 52.5% 不足 42.5% ＤＩ ▲ 37.5 過剰 5.0% 適正 47.5% 不足 47.5% ＤＩ ▲ 42.5
⑦資金繰り 好転 2.5% 不変 75.0% 悪化 22.5% ＤＩ ▲ 20.0 好転 0.0% 不変 77.5% 悪化 22.5% ＤＩ ▲ 22.5
⑧総合景況感 好転 10.0% 不変 40.0% 悪化 50.0% ＤＩ ▲ 40.0 好転 7.5% 不変 45.0% 悪化 47.5% ＤＩ ▲ 40.0

◆ 経営上の問題点
1 売上不振 2 収益低下 3 過当競争 4 人材不足 5 人件費負担 6 設備不足 7 金利負担 8資金繰り難 9 その他 計

経営上の問題点第１位 35.0% 30.0% 2.5% 22.5% 0.0% 0.0% 2.5% 2.5% 5.0% 100.0%
経営上の問題点第 2位 11.4% 37.1% 2.9% 14.3% 11.4% 5.7% 8.6% 8.6% 0.0% 100.0%
経営上の問題点第 3位 10.7% 7.1% 10.7% 32.1% 17.9% 3.6% 7.1% 10.7% 0.0% 100.0%
経営上の問題点総計 20.4% 26.2% 4.9% 22.3% 8.7% 2.9% 5.8% 6.8% 1.9% 100.0%

Ⅱ．業界の話題や行政等への要望について
今回の調査では意見、要望はありませんでした。

Ⅰ．概況（全産業）〔今期（令和４年４月～６月期）の概要〕
１．企業経営動向

（１）売上高・採算
今期の全業種の売上高DI（「増加した企業割合」－「減少した企業割合」の指数）は、0.

0ポイントで、前年（令和３年６月期）調査の▲ 4.8ポイントと比べて好転傾向、前期（令
和４年３月期）調査の0.0ポイント按からみると横ばいとなっている。採算状況では前年同
期比で▲ 11.9 →▲ 30.0 ポイント、前期比では▲ 26.3 →▲ 30.0 ポイントと悪化傾向を
示している。業種別にみてみると、水産業・運輸通信業・不動産サービス業は売上高、採
算ともに好転傾向、建設業は売上高は悪化傾向、採算は好転傾向（本調査回答 11 社中
８社で採算 DI ▲ 50.0 →▲ 37.5）、製造業は売上高は横ばい、採算は悪化傾向、小売業
は売上高は悪化傾向、採算は横ばい、卸売業は売上高、採算ともに悪化傾向にある。

（２）総合景況感
今期の全業種の総合景況感 DI（「好転した企業割合」－「悪化した企業割合」の指

数）については、前年同期比で▲ 33.3 →▲ 40.0 ポイント、前期比では▲ 28.9 →▲
40.0 ポイントと悪化傾向にある。全業種の向こう３ヶ月の予測においては▲ 40.0 ポ
イントで横ばいにある。業種別では、製造業は好転傾向、卸売業・水産業・小売業・運輸
通信業・不動産サービス業は横ばい、建設業は悪化傾向の予測がでている。

２．経営上の問題点
経営上の問題点としては、売上不振を第１位にあげた企業が 35.0％、次いで収益低下が 30.0％、人材不

足が 22.5％となっている。今期に設備投資をした事業所は 22.5％と前期の 28.9％と比べて減少し、来期に
向けて設備投資を計画している事業所は 22.5％と前期の 21.1％と比べて増加している。



8

問合せ先 八幡浜市役所 商工観光課 電話番号：０８９４－２２－３１１１（内線１４４３）

スーパープレミアム付商品券の使用期限は、11月30日（水）まで
です。まだご使用されていない方はそれまでにご使用ください。

商品券使用期間 令和４年 11 月 30 日（水）まで
換 金 期 限 令和４年 12 月 28 日(水)まで
受 付 時 間 9：00～16：00（土・日・祝日は休み）
申 請 窓 口 八幡浜商工会議所、保内町商工会

商品券について

特定事業者（登録店）
の換金について

新川駐車場回数券 現在発行しているサービス券

現在発行のサービス券と交換いたします新川駐車場は、令和５年３月31日をもって廃止すること
となりました。
右記「新川駐車場回数券」をお持ちの方は、令和５年３月

31日までに新川駐車場でご使用いただくか、現在発行の
サービス券と交換いたしますので、市役所商工観光課又は
商工会議所にご持参頂きますようご案内申し上げます。

八幡浜市指定管理者 八幡浜商工会議所

Ｕターンした親族が
市内小規模事業等を
承継する場合の

補助ができました

八幡浜市内で営まれている小規模事業等を、Ｕターン移住※

してきた親族が承継した・またはしようとする場合、設備新
設などの費用を、事業者に対し補助します。移住後１年以内
の申請が必要。農業・漁業など、一部事業は対象外です。
ご利用には各種条件がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

【補助内容】
補助額：最大50万円 補助率：10/10
※総事業費が10万円以上のものに限る。
【補助対象経費】
事業承継を機に更なる事業発展や事業
継続のためにかける費用
① 工事及び修繕に係る費用
② 設備・備品等の購入に係る費用
③ 広告宣伝に係る費用

※Ｕターン移住とは･･･
以前八幡浜に住んでいた人が八幡浜に戻ってくる
こと（年数条件あり）

詳細は、市ＨＰでもご確認いただけます

お問い合わせ 

Ｕターン移住者
事業承継補助金

八幡浜市政策推進課 地域づくり支援係
ＴＥＬ：０８９４－２１－０４１３

＼八幡浜商工会議所でもご相談いただけます／

令和５年３月31日 新川駐車場の営業は終了します。

簡易版ＢＣＰ策定等セミナー開催のご案内

愛媛県では、事業者の事業継続を支援するため、ＢＣＰの新規策定や既に策定済みの
ＢＣＰの点検・見直しを進めていくために、基礎を学ぶための講座を、本年７月から来
年２月にかけて順次開催しており、１講義約３時間 で「新規策定講座」と「点検見直し
講座」の２パターンを開催します。
詳細はホームページにてご確認ください。 https://fj-t.co.jp/ehime-bcp/

愛媛県事業継続計画
策定等緊急支援事業
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小規模事業者持続化補助金＜一般型＞のご案内

お問い合わせ先
八幡浜商工会議所 中小企業相談所
電話：（０８９４）２２－３４１１

補 助 率・補 助 上 限 額 等

類 型 通常枠
特別枠

賃金引上げ枠 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠

補 助 率 ２／３ ２／３
（赤字事業者については３／４） ２／３

補 助 上 限 ５０万円 ２００万円 １００万円

申 請 受 付 締 切

第１０回：２０２２年１２月上旬 ［郵送：締切日当日消印有効］
第１１回：２０２３年 ２月下旬 ［郵送：締切日当日消印有効］ ※予定は変更する場合があります。
※ 電子申請または郵送にてご提出ください（持参不可）。

電子申請に際しては、Ｊグランツを利用しますので、ＧビズＩＤプライムアカウントが必要です。

詳細は小規模事業者持続化補助金サイトに掲載する
最新の公募要領でご確認ください。

URL：https://r3.jizokukahojokin.info

ＩＴ導入補助金のご案内

小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や
生産性向上の取組を支援する制度です。

ＧビズＩＤを取得しませんか

取得には２～３週間かかりますので、手続きはお早めに！詳しくはホームページをご覧ください。
【ホームページ】https://gbiz-id.go.jp/top/

ＧビズＩＤとは、法人・個人事業主のための
「共通認証システム」です。ひとつのアカウン
トで、経済産業省、中小企業庁、日本年金機構、
厚生労働省など、様々な行政サービスを利用す
ることができます。ＩＴ化が進む中、早い段階
でのＧビズＩＤの取得をおすすめします。

電子申請にＧビズＩＤは必須です。インターネッ
トを利用する電子申請は、２４時間３６５日、申請や
手続きが可能です。既に各種補助金の申請も電子申
請が主流となりつつあります。また、社会保険の手
続きも電子申請で行うことができます。
ＧビズＩＤアカウントで利用できる行政サービス

は今後も広がる見込みです。

ＩＴ導入補助金は、事業者の方が自社の課題やニーズに合った「ＩＴツール」
を導入する経費の一部を補助する補助金です。
ＩＴツールとは、「業務効率化」のために、新たに導入される「ソフトウェア

製品」や「クラウドサービス」などです。導入にあたってのサポート費用や設定
費用もＩＴツール、つまり補助の対象として含まれます。

※申請に際しては、ＧビズＩＤプライムアカウントが必要です。
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㈲高野商店
代表取締役 高野篤寿
朝汐橋 TEL 22-0566

代表取締役 上甲英司
八代1 TEL 24-1334㈹

URL http://y. daihatsu. com

愛南基礎工業㈱
代表取締役 宮本洋之
大黒町3 TEL 22-0875
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最低賃金改正のお知らせ
愛媛労働局では、県内すべての労働者に適用される「愛媛県最

低賃金」を改正し、１０月５日から施行することとしました。
この決定により、10月５日以降分として労働者に支払う賃金は、

１時間８５３円以上としなければなりません。

次の点についてご留意ください。
・愛媛県内に派遣されて働く派遣
労働者についても適用されます。

・最低賃金額以上の賃金を支払わ
ない場合は、50万円以下の罰金
に処せられることがあります。

愛媛労働局賃金室 電話：０８９－９３５－５２０５
八幡浜労働基準監督署 電話：０８９４－２２－１７５０詳細等のお問い合わせ先

商工会議所はこんな事業や
サービスを行なっています

巡回訪問、会報配布、推進など職員がお伺いした際にお気軽に何でもご相談
ください。経営指導員・補助員・記帳指導員等が皆さんのご相談に応じます。

お困り事は
ありませんか？

その他、新型コロナウイルスに関する経営相談、労働保険や税務関係のご相談もお受けいたします。

経 営 相 談 当所経営指導員が、随時相談に応じます。

金 融 相 談 事業に必要な資金について、日本政策金融公庫の低利で無担保・無保証人の
マル経融資他、内容に応じて斡旋を按いたします。

専 門 家 派 遣 経営上の課題・問題を解決するために、無料で各種専門家を派遣いたします。

経営基盤充実のための
各 種 共 済 の 推 進

・小規模企業共済（経営者等の退職金制度）
・経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済制度）
・従業員退職金共済、各種傷害共済、自動車共済や火災共済 など

新入会員紹介（令和４年６月～８月入会分）－敬称略・入会順－

№ 事業所名 代表者名 住 所 所属部会

１ (不動産) 松 本 昭 子 八幡浜市 1397-3 財務部会

２ 鯛海丸 濵 田 海 斗 八幡浜市合田 1172 観光サービス部会

３ まる木農機屋 木 下 祐 介 八幡浜市 1536-1 商業部会

～ご入会いただきありがとうございました～

新議員紹介
(職務執行者変更)

㈱
伊
予
銀
行

八
幡
浜
支
店

支
店
長
三
好
英
仁

堀田建設㈱
代表取締役 菊池泰行

郷1 TEL 24-3850

伊予鉄南予バス㈱
代表取締役社長 松本真一
江戸岡1 TEL 22-3200

㈱愛媛銀行八幡浜支店
支店長 河合秀司
八幡浜市1355番地2
TEL 22-1410㈹
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名 称 統一試験施行日 受 付 期 間

第162回簿記検定試験
（１・２・３級） 令和４年11月20日（日） 令和４年10月４日（火）

～10月24日（月）

第227回珠算能力
検定試験 令和５年２月12日（日） 令和４年12月19日（月）

～令和５年１月12日（木）

第163回簿記検定試験
（２・３級） 令和５年２月26日（日） 令和５年１月10日（火）

～１月30日（月）

申込方法
料金を添えて八幡浜商工会議
所窓口にてお申し込みくださ
い。郵送・ネットでの受付は
できません。
（簿記検定の申込用紙は八幡浜
商工会議所ホームページから
ダウンロードできます。）

問合せ先
八幡浜商工会議所
☎（0894）22-3411
担当：三木・阿部・日野

次回検定試験情報

鱧 オレゴン世界陸上へハモ
応援談

７月にアメリカのオレゴンで開催された世界陸
上のレセプションパーティーにて、VIP 用食材と
して「技あり鱧」が提供されました。提案から実
行までの期間も短く、課題も満載。八幡浜漁協の
FDA（アメリカ食品医薬品局）登録、国内貿易会
社や米国流通会社との打ち合わせなど、メールや
ZOOMを駆使し、関係者の皆様と打ち合わせを重
ねました。それでも実際にパーティー会場に並ぶ
までは、実現が半信半疑ではありましたが、搬送
の状況とパーティー会場の様子を YouTube 動画
で拝見し胸をなでおろしました。
ちなみに主要国の飲食価格を見ると、日本で

390 円のビッグマックが 700 円～1,000 円、約
800 円の一風堂のラーメンが 2,500 円～3,000 円
です。円安の進んだ今ならもっと高いのかも？
今回の鱧の輸出に関しても、皆様が聞くと驚く

ような価格で購入頂きました。日本とアメリカと
の購買力の差をまざまざと見せつけられた出来事
でしたし、骨のない「技あり鱧」の高い価値を自
負する機会でした。
よく言われるのは、値付けには胆力

たんりょく
が必要だと

いうこと。安売りの誘惑に耐えて、気合で価格提示
してよかったです。本当に悩みましたけど……。

（Ａ．Ｉ）

物産と観光フェア

昨年11月に松山三越にて、八幡浜の元気と魅力を発信す
るプロモーションイベントとして実施された「大・八幡浜
展」を、今年も開催する運びとなりました。
昨年の第１回は、43事業所に出店いただき、みかんや魚

など旬の食材をはじめ、じゃこ天や世界マーマレードア
ワードで受賞した出品者自慢の逸品を販売し、来場者数約
１万人、売上金額約600万円という実績を残し、各地域の
方々に八幡浜の魅力ある商品に触れていただきました。
今回は、大人気だったあわしま堂工場直売店の出展や八

幡浜発祥の元祖塩パン、じゃこ天の実演販売、八幡浜ちゃ
んぽんやお寿司の提供に加え、みかんのジュース飲み比べ
や袋詰め放題、マーマレード料理教室、更には骨のない「え
ひめ秘伝 技あり鱧の刺身」の試食や、その場で捌いた鮮
魚の販売コーナーなど新企画も予定しております。
また、期間最終日の12日・13日には八幡浜みなっとで開

催される「やわたはま産業まつり」「みなとオアシスSea級
グルメ全国大会」と連動して
海と山の幸の宝庫「八幡浜」
をアピールし、更なる賑わい
を創出いたします。

開催
日程

令和４年
11 月２日（水）～13 日（日）
※ 12 日間

会場 松山三越 地階

主催
大・八幡浜展実施委員会
八幡浜市、八幡浜市観光物産協会、
八幡浜商工会議所、保内町商工会

事業
請負

えひめ技あり鱧プロジェクト
実行委員会
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７月～９月事務局日誌 企業を育て地域を伸ばす商工会議所

７月
１ 青年部愛媛県大会（今治）～２日
４ 会員総会・トップミーティング、てや

てやウエーブ第１回スタッフ会議
５ 租税教室（千丈小）、青年部三役会
６ 第１弾未利用漁活用プロジェクト
「Ｔカードみんなのエシカルフード
ラボ」

７ 南予ブロック商工会議所正副会頭会
議（宇和島）

８ 八日市、社会保険（年金）相談日、法律
相談日、みなと祭実行委員会

９ 青年部例会
11 新ビジネスモデル展開促進補助金個別相談
12 金融相談日、定例専務理事会、人事

管理委員会、共済会役員会
13 働き方改革相談日、就職促進懇談会
14 正副会頭会、マル経審査会、常議員

会、第１回選挙管理委員会
15 八幡浜市スーパープレミアム付商品

券第３弾引き換え開始
19 青年部理事会
20 二宮忠八翁研修事前説明会
21 特許相談日
25 県青申連県下各税務署単位青申会事

務局担当者会議（オンライン）、みな
と祭り実行委員会

28 第２回正副会頭会
29 社会保険（年金）相談日、青年部例会

８月
１ 市とのランチタイムミーティング
２ 二宮忠八研修（愛知方面）～３日（中

止）
３ 第１回会頭選考委員会
５ 社会保険（年金）相談日、法律相談日
８ 八日市、新ビジネスモデル展開促進

補助金個別相談
９ 金融相談日、よろず支援相談日、青年

部三役会
10 働き方改革相談日
12 正副会頭会、てやてやウエーブ（中

止）
16 青年部理事会
17 中小企業支援担当者向け研修（オン

ライン 8/17～9/14）、新ビジネスモ
デル展開促進補助金個別相談

18 第２回会頭選考委員会
19 新ビジネスモデル展開促進補助金個

別相談、消防立入検査
25 会報特別委員会、３号議員選任会、第

２回正副会頭会
26 社会保険（年金）相談日、ＩＴ・デジタ

ル活用ＤＸセミナー、青年部例会
27 ＩＴ・デジタル活用ＤＸセミナー
29 財務部会
30 工業部会

９月
１ 商業部会、建設部会、
２ 運輸交通部会、社会保険（年金）相談

日
５ 食品部会、水産部会、観光サービス部

会
６ 青年部三役会
８ 八日市、正副会頭会、マル経審査会、

常議員会、第２回選挙管理委員会
９ 法律相談日、第３回愛媛県 YEG 連合

会理事会・臨時総会
13 中小企業支援担当者向け研修（広島

校）～14 日
14 働き方改革相談日
15 特許相談日、日商通常総会（オンライ

ン参加）
20 青年部理事会
22 市とのランチタイムミーティング、

第２回正副会頭会
30 社会保険（年金）相談日、青年部例会、

八幡浜市スーパープレミアム付商品
券第３弾引き換え終了日

今回も隅々までご覧頂き隠された文字を探して下さい。ご応募、お待ちしております！

答え （８文字）

夏号「答はドコかな？」クイズ

当選者発表！
クイズの答え

マつりさいきどう
（祭り再起動）でした

・八幡浜市八代 水内さん
・八幡浜市保内町 大森さん
・八幡浜市川上町 増田さん
・八幡浜市天神通 坂本さん

おめでとうございました。
ふれあい介護タクシー様の
「サントリーオールフリー６
本セット」をお送りします。
ご応募ありがとうございました。

クイズの内容 各ページに他の文字とは違った装飾文字が隠され
ています。その文字を最初のページから順番に並

べて下さい。出てきた文字を答えていただきます。


プレゼント 今回は、Nail Atelier Komorebi様より､「ハンド
ケアor フットケア チケット」を３名の方にプレ

ゼント致します｡どしどしご応募下さい！お待ちしております♪


応 募 方 法 官製はがきにクイズの答えと住所、氏名､年齢､職業､電話番
号、そして会議所や「会議所だより」按へのご意見・ご感想を必ず

ご記入の上、12月２日（金）必着で送付して下さい。当選者は新年号（１月上旬
発刊予定）で発表します。（抽選対象はおひとり様１枚のみ！）
●送り先／ 〒796-0048 八幡浜市北浜一丁目3-25
会議所だより「答はドコかな？」係

※メール・ＦＡＸでも受け付けています。記入要領はハガキと同じです。
気軽にご利用ください。
ＦＡＸ：０８９４－２４－１４０５ メール：ywthm@yawatahamacci.jp

宮﨑税理士事務所
税理士 宮﨑貞碩
大黒町4 TEL 24-4567

㈲マルヨシ
代表取締役 井上 剛
若山2-15 TEL 24-6991

地震への備えは
大丈夫ですか？

県共済

愛媛県火災共済協同組合 ☎ 089-945-1313
ご契約のお申し込みは、八幡浜商工会議所へ

地震危険補償特約
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お店
探訪 96

今回は、令和３年度に会
員になっていただいた事
業所をご紹介します。

役立つ情報が満載！ぜひご覧ください！
八幡浜商工会議所ホームページ

URL https://www. yawatahamacci. jp/
E-mail ywthm@yawatahamacci. jp

発行所：八幡浜商工会議所（会報特別委員会）
〒796-0048 愛媛県八幡浜市北浜一丁目3番25号

TEL 0894-22-3411 FAX 0894-24-1405

8 月はコロナが広がり大変な時期だったと推察されま
す。(私の通う魚市場も広がりを見せました。)
今期最後の会報委員会においては広報誌の改善を図る意

見が飛び交いました。秋号、しっかりご堪能下さい。
「汝の立つ所、深く掘れ、そこに必ず泉あり」と信じて…

（Ｋ・Ｔ）

旧日土東小学校内にある、完全プライベートネイルサロンです。元々、小
学校の教室だった店内は、懐かしく温かみのある、リラックスしていただけ
る空間となっております。また、
お連れ様やお子様がお待ちいただ
けるスペースもございます。
キャッシュレス決済可。

代表者 竹内優美子
住 所 八幡浜市日土町 6-961
ＴＥＬ 0894-21-4562

080-9833-1554
営業時間 10：00～18：00
定休日 火・土曜日（予約制）

Nail Atelier Komorebi
ネイルアトリエ コモレビ
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編集後記

八幡浜商工会議所
ＬＩＮＥ公式アカウント
はじめました！ お役立ち情報を随時配信予定です按！

ＱＲコードから友だち追加をお願いします。


